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定義

病気やけがや老化により、心身に何らかの障害を持った人のうち、外出

困難な人や居宅生活上何らかの問題がある人に対してPT・OT・STなど
が居宅に訪問し、障害の評価・機能訓練・ADL訓練・環境整備・専門的
助言指導・精神的サポートなどを実施することで、日常生活の自立や主
体性のある生活のその人らしい再建および質の向上を促す活動の総称
である

その活動は地域におけるリハの一翼を担うもので、常にその対象者の
生活支援に関わる家族や専門スタッフ（保健・医療・福祉）と積極的に連
携をとりつつ行われるべきものである

工藤良治（発行） 全国訪問リハビリテーション研究会（編集）：訪問リハビリテーション実践テキスト.2009.P16より抜粋



訪問リハの制度的分類

１）医療保険

①病院・診療所からの訪問リハ

→「在宅訪問リハビリテーション指導管理」

②訪問看護ステーションからの訪問リハ

→「PT・OT・STによる訪問看護」



訪問リハの制度的分類

２）介護保険

①医療機関・介護老人保健施設が母体となる指定訪問リハビリテー

ション事業所からの訪問リハ

→「訪問リハビリテーション」あるいは「指定訪問リハビリテーション」

②指定介護予防訪問リハビリテーション事業所からの介護予防へ

の訪問リハ

→「指定介護予防訪問リハビリテーション」

③訪問看護ステーションからの訪問リハ

→「訪問看護７」



当院の訪問リハに関して

• 2016年6月より当院に入院し自宅退院された方を対象に開始

•開始後1年経過し現在までの対象者は全て介護保険で介入

•今後、医療保険での介入が必要な患者に対しても介入できるように
システムの構築を検討している



訪問リハ処方～実施の流れ
当院主治医

患者 PT・OT・ST

介入開始3ヵ月経過後、

継続介入の必要がある場
合訪問リハ指示書作成

訪問リハ提供

診療（3か月に1回以上）

退院時訪問リハ指示書
作成

かかりつけ医



訪問リハの指示書

・指示書の有効期間は指示日より3か月間

・退院までに当院主治医より指示書を作成していただく

・3ヵ月経過し当院主治医からの指示書の有効期限が過ぎたのちも継

続介入の必要のある患者は、かかりつけ医より指示書を作成して頂

いて介入を継続する



PT・OTの具体的な業務内容
・家屋改修後の設備・福祉用具の使用方法の指導と確認

例：入浴用具（浴槽台・シャワーチェア等）の効果的な配置方法と使用方法の指導

玄関上り框に設置した手すり付き階段を使用しての安全な昇降方法の指導

・生活環境や使用する福祉用具に合わせた基本動作練習とポジショニング

方法の指導

例：ベッド・車いす間の移乗動作の介助方法の指導

褥瘡予防・安楽な肢位の保持・呼吸状態の改善等を目的としたポジショニング

方法の指導

・ADL訓練

例：トイレ動作が安全にできるようになるための立位訓練・バランス訓練

食卓で食事ができるように移動するための車椅子移乗動作訓練・歩行訓練



訪問歯科・ＳＴ診療

9

当院訪問歯科ＳＴ診療

対象患者

対象期間 亜急性期
退院後の生活支援

スタッフ

慢性期・
療養期・
生活期

歯科医師・ＤＨ 歯科医師 ＳＴ ＤＨ （ＰＴ ＯＴ）
ケアマネ ヘルパー

軽度～中等度 重度フレイルを優先

摂食支援に特化
必要に応じて、義歯修正や嚥下評価・訓練

口腔疾患と口腔衛生

かかりつけ医と情報共有

担当者会議へ参加
アウトリーチ※による多職種連携

診察内容

一般的な歯科訪問診療

連携 連携が手薄

※アウトリーチ：受け身ではなく手を差し伸べる事



訪問歯科・ST診療の具体的な業務内容

食事の環境調整

例：食事形態の工夫、水分トロミの調整、食事の姿勢や1口量、代

償嚥下の指導→家族・施設スタッフへ指導

嚥下機能向上訓練

例：嚥下体操、咀嚼訓練、呼吸や姿勢の訓練、口腔ケア 家族や施

設スタッフでも実施できるよう、訓練方法を伝達する

コミュニケーション訓練

例：構音障害や失語症評価・訓練



訪問リハの流れ：入院中

・必要に応じて環境調整のための退院前訪問を実施

・担当ケアマネが決まっている場合は退院前訪問に同席頂き、工

期の長い工事は早めに取りかかって頂く

・必要な福祉用具が決まっている場合はケアマネに伝達しておく



訪問リハの流れ：退院前カンファレンス

・家族・ケアマネ・在宅サービス担当者・かかりつけ医に同席頂きADL

状況、摂食・嚥下の状況、食事形態の伝達

・必要に応じて家族・介護サービス担当者への介助方法指導を行う

・家屋改修・福祉用具の準備の状況確認

・訪問リハの日程調整



訪問リハの流れ：訪問リハ開始後

・退院後の在宅生活の状態に合わせ、家族への介助指導等を行う

・介護サービス（デイサービス等）利用患者は出来るだけ早期に介

護サービス担当者（デイサービス職員、ヘルパー等）に介助方法

等の指導を行う

・サービス担当者会議を患者宅で行い、必要書類の作成・訪問リハ

介入後の経過報告を行う



訪問リハの流れ：訪問リハ開始後

・PT・OTは在宅生活が安全に過ごせるようになれば終了とする（訪

問リハ事業開始当初は大よそ２～３か月程度を想定していたが、

継続的介入が必要な症例もあり介入期間はばらつきが大きい）

・STは訪問リハを実施している近隣施設が少なく他の医療機関から

の訪問リハが実施しづらい状況のため、ある程度長期介入をして

いる。施設への訪問を実施している。



訪問リハの流れ：終了

・在宅生活が安定し、かつ安定が継続される見通しが立てば、頻度を減ら

すなど終了への移行期間を設けて、生活機能低下が起こらなければ終

了する

・終了時のADL状況・介助方法等をかかりつけ医、在宅サービス担当者へ

申し送る

・こちらが終了と判断しても利用者、ケアマネの要望により終了できず苦慮

する場合がある



訪問リハの流れ：終了

・訪問リハ開始時に、同じ頻度で永続的に続くものではなく、目標に向け

て実施していき達成すれば終了することの説明が必要

・終了しても必要になったときは再開できること、繋がりはあるということ

の説明が必要

・他の医療機関からの訪問リハを継続される患者は次担当者へ経過・

ADL状況等を申し送る



訪問リハの対象

・退院後も継続介入することでADL能力が伸びる可能性のある患者

例：①脳梗塞による不全麻痺を呈し、退院時に麻痺が回復段階にあ

り継続介入することでADLの介助量が軽減できる可能性のある

患者

②在宅で十分生活できるレベルに達しているが、継続介入するこ

とで就業等、より高位の生活レベルに達する可能性のある患者



訪問リハの対象
・退院前訪問を実施し手すりの設置、福祉用具の導入等の環境調整

を行い、退院後に行った環境調整に適応できるよう継続介入が必要

な患者、また行った環境調整に変更が生じる可能性があり再調整

の必要となる可能性がある患者

例）①歩行器を導入したが操作方法に不慣れで、自宅の環境に合わ

せた操作方法の習得が必要な患者

②訪問時に自宅環境に合わせて指導したが、元々の動作方法の習慣

が抜けず、安全な動作方法の獲得に継続的な指導が必要な患者



訪問リハの対象

・入院中に本人、家族に指導した動作方法、介助方法等が、在宅の

環境でも実施できているか確認が必要な患者、また継続的な指導

が必要な患者

例）入院中に車椅子移乗の方法、介助方法を本人・家族に指導し退

院。退院後病院にて使用していたベッド、ベッド柵、車椅子と同じも

のではないため使用方法に戸惑いが生じ、指導内容が十分に発

揮されていなかった患者、家族



今後の展望（生活支援外来について）

現在は訪問リハの対象を当院より退院した患者としている
今後は地域に多数存在しているフレイルな高齢者を対象として、通院
が可能な高齢者の支援を目的とした「生活支援外来」で、歯科と連携
して評価・指導を行い入院を未然に防ぐための支援を少しずつ開始し
ている



今後の展望（短期目標：現在少しずつ実施中）

生活支援外来で評価・指導（訪問歯科、訪問リハ）

フレイルな高齢者（入院予備軍の患者）

在宅生活の維持を援助
問題点：在宅生活の状況が把握しにくい

指導後の評価が出来ていない



今後の展望（中期目標：2～3年以内目安）

生活支援外来で評価・指導（外来看護部、訪問歯科、訪問リハ）

フレイルな高齢者（入院予備軍の患者）

実際の生活場面で評価・指導し在宅生活の維持を援助



今後の展望（長期目標：5年以内目安）

生活支援外来で評価・指導
（訪問看護、訪問歯科、訪問リハ）

かかりつけ医、ケアマネ等からフレイルな高齢者の紹介

ケアマネ、かかりつけ医と連携して実際の生活場面で評価・
指導し在宅生活の維持を援助



訪問リハの展望

今後の展望

対象患者

対象期間 従来の対象期間に加えて
入院前の生活支援

スタッフ

亜急性期 回復期

PT・OT・ST PT・OT・ST・医師・歯科医師・看護師・DH
栄養士、ケアマネ 在宅サービス関係者

当院退院後の患者 従来の対象に加え入院予備軍の
フレイルな高齢者

転倒、誤嚥等により入院に至らないように
するための指導・環境整備

自宅での安全な
生活の確立

かかりつけ医と情報共有

担当者会議へ参加
アウトリーチ(※)による多職種連携

介入内容

当院の現在の訪問リハ

連携
かかりつけ医と情報共有

担当者会議へ参加

※アウトリーチ：受け身ではなく手を差し伸べる事



介入の実際例
～継続的に在宅生活を支援している症例～



症例紹介
90歳 女性

2016年9月9日顔面帯状疱疹で皮膚科入院

入院前ADL：自宅内外とも老人車歩行軽介助～見守り

排泄-トイレまたはP（ポータブル）トイレ使用

排泄時の下着の上げ下げ要介助

入院前から徐々に動けなくなっていた

入院後体動困難（寝返り、起き上がりなど床上動作に介助必要）にて
9/15日よりリハ開始（開始時FIM※27点/126点）

※FIMとは：:機能的自立度評価法(Functional Independence Measure)の略で、日常
生活動作がどの程度可能かを評価する方法のひとつ



退院時のADL状況

帯状疱疹軽減し9月28日自宅退院

退院時FIM44/126点

食事：セッティングで全量自力摂取

排泄：Pトイレ使用、下衣の上げ下げ介助要（失禁ほぼなし）

移乗・移動：車椅子全介助

歩行：平行棒が何とか数メートル歩行できる程度

入浴：特浴で全介助

更衣、整容：一部介助



家屋、家族の状況

古い日本家屋、段差が散在

長男夫婦との3人暮らし

主介護者は長男嫁（RAあり）

家族の希望はPトイレの自立～見守り

本人がデイサービスが嫌で拒否

家族も嫌なものを無理にいかせようとは思っておらず、自宅でできる
だけの介護をしたいと希望



訪問リハ介入
2016/10/4より（退院6日後）

初回介入時の状況：

前日に玄関上がり框でバランスを崩し介助していた嫁と共に転倒

自宅内屋外とも何とか老人車歩行一部介助で行い移動していた

入院中の記載にはなかったが左上下肢の協調的で円滑な動きが著
明に障害されていた

10月末時点でFIM59/126点



初回訪問時に実施

・ベッドの高さの調節：低すぎて立ち上がれていなかったので実際行

いながら調節し座面が40㎝が適正であった

・ソファーは足の下に角材を置いて底上げ依頼

・転倒した玄関の手すりの変更を依頼

・自宅内外各所にスロープを設置・ベッド周囲のタッチアップ手すりの

配置変換

・浴槽の縁の高さが低く（20㎝）、本人が元々入浴を好まず寒くなるま

ではシャワーで対応とした



最初に設置されていた手擦り 変更後の手すり

介援隊 2017 VOL.16-1 P220
あがりかまち用たっちあっぷ CKE-01-1

矢先化工（株）

介援隊 2017 VOL.16-1 P219
安寿 ATTOGRIP AT-C-930T

アロン化成（株）



再設置後の玄関手すりの使用状況



玄関周囲の状況



浴室の状況：改修前



浴室の状況：改修後



2017/1 問題点

1月末時点でFIM：58/126点

運動量が減少し廃用が進んできた

円背が進み歩行が不安定となり既存の老人車では歩行が非常に不
安定となった →歩行器導入・・・するも「息子の買った老人車がええ」
と未使用

発語が減少し認知機能がやや落ちた印象

お茶、お菓子（饅頭、もなか）でムセがみられるようになり、微熱があ
ることがあった

義歯があっておらず咀嚼時、会話時に義歯の動揺がみられた

→訪問歯科に紹介し、STと共に評価してもらった



義歯不適合による食事摂取困難
PT・OT⇒歯科医師・ST相談

■問題点
①義歯不適合
→修正を開始 使用可能になるまで刻み食で対応
⇒6月で上下修正終了し普通食となる

②水分によるむせ

→とろみを導入 ★むせは軽減

→家族にトロミ剤の購入依頼、トロミのつけ方指導

③夜間の咳き込み

→側臥位で寝ることを薦めた ポジショニング検討



2017/3 当院脳外科への紹介

介入時より左上下肢の不全麻痺症状あり原因の診断はされていいな
かったが、1月頃よりさらに左上下肢の動きが悪くなりかかりつけの板倉
整形から脳梗塞疑いで当院脳外科へ紹介となりCT、頭頸部MRI撮影

• C3-4、4-5に軽度硬膜嚢絞扼、C3-4軽度脊髄圧迫、C6/7の軽度の脊柱
管狭窄あり

→これらが麻痺の進行に関与していることは否定できないが今回の

増悪に関与するほどのものではないとのこと

→加齢によるものと廃用の進行ということで結論づけられた



円背が進み手持ちの老人車での歩行が困難となり、歩行器のレンタ
ルを開始するが、上肢での操作が困難なため、家人協力のもと前腕
支持可能な台を作成して頂いた
3月時点FIM：55/126点

2017/3 ADL状況と問題点



また、もともと外出が好きな本人のため、車椅子乗車可能な福祉
車輌を購入され外出頻度の増加を目指している

2017/4 福祉車輌の導入



屋内は改修した歩行器を使用し何とか介助歩行可能となったが、玄関上
り框の手すり使用は困難となってきており、スロープへの変更が必要とな
り導入した

2017/5 ADL状況と問題点



今後に関して

・6月初旬にお試しでデイサービスを使用し、本人の拒否が思ったほ

ど強くなかったので今月は週に1回通所、来月より2回通所すること

となった

・5月に介護度の見直しがあり、要介護2から要介護3となった

・6月時点FIM：55/126点

・今後も機能低下が進むことが予想されるため、ADL状況に応じた介

助方法の指導、福祉用具の変更、介入頻度の見直しを行っていく


